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アートプロジェクト2015　～Rompicapo～
（芸術表現展示系）

今年のテーマはRompicapo（イタリア語でパズル）音楽・美術・身体表現の3つの分野に
様々な個性が集まった総合表現コースの学生が企画するアートプロジェクト。一人ひと
りがピースになってどんなパズルが完成するか？観て、感じて、楽しんでください！

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 第三体育館

アートプロジェクト2015　～Rompicapo～
（芸術表現上演系）

今年のテーマはRompicapo（イタリア語でパズル）音楽・美術・身体表現の3つの分野に
様々な個性が集まった総合表現コースの学生が企画するアートプロジェクト。一人ひと
りがピースになってどんなパズルが完成するか？観て、感じて、楽しんでください！

10：00～12：00 小・中・高校生・一般 第三体育館

かんたん竹細工 丸い筒の形をした竹から，のこやナイフ，ひもやテープを使って自分で作ろう！ 11：00～14：00 できれば小学生・中学生
特設テント（図書館前）
※雨の場合
　教養教育棟（２３号教室）

簡単！ペーパークラフトで４足歩行の不思議なロボットを作ろ
う！

ペーパークラフトでトコトコ歩く4足歩行の不思議なロボットを作りましょう！誰でも
簡単に短時間で作成できるので、ぜひ、チャレンジしてください！

13：00～16：00 できれば小学生 教養教育棟（２２号教室）

経済学部紹介パネル展示
経済学部ではどんな勉強ができるのかご存知ですか？経済学や経営学に加えて地域研
究，語学，国際文化比較，法律などの専門的な勉強もできるのです。普段見落としがち
な経済学部の中身をすべてあなたに伝えます。

10：00～16：00 高校生・大学生・一般
経済学部学生談話室
（101号大講義室前）

経済学部ゼミ紹介パネル展示

大学のゼミでは一体どんなことを勉強するのでしょうか？経済学科，経営システム学
科，地域システム学科の全てのゼミナールの学習内容や活動を，写真を交えてパネル展
示します。わー，経済学部ってこんな勉強もできるの？ややっ，自分たちの学生時代と
は変わったものだ！経済学部にくるのが初めての方にも卒業生にも，意外な発見が待っ
ています。

10：00～16：00 高校生・大学生・一般
経済学部学生談話室
（101号大講義室前）

経済学部入試情報 経済学部の入試情報をわかりやすくパネルで説明します。質問などはお気軽に。 10：00～16：00 高校生・大学生・一般
経済学部学生談話室
（101号大講義室前）

経済学部の歴史パネル展示

温故知新！経済学部の歴史は、日本で8番目の官立商業学校として1922年に開校した”
大分高等商業学校（大分高商）”に始まります。1944年の改組、1949年の学制改革に
より大分大学経済学部として出発しました。旧”高商”系の経済学部として90年を超え
る歴史を振り返りながら、未来を語り合ってみませんか？

10：00～16：00 高校生・大学生・一般・卒業生
経済学部学生談話室
（101号大講義室前）

大学院経済学研究科紹介パネル展示
大学院経済学研究科には留学生や社会人も数多く学んでいます｡
どんな研究ができるのか、講義やゼミの内容を紹介します｡
あなたも大学院で学んでみたい！と思いませんか？

10：00～16：00 高校生・大学生・一般
経済学部学生談話室
（101号大講義室前）

高校生なるほどアイデアコンテスト2015　第２次審査及び表彰
式

今回で11回目の「高校生なるほどアイデアコンテスト」です。高校生から地域を元気に
するグッズやプランのアイデアを募集しました。今日はいよいよ10組の最終審査の日。
県内外から集った高校生のプレゼンに期待して下さい！

13：00～16：30 高校生・一般 経済学部101号教室

考えてみよう！私たちの未来予想図！
ワークライフバランスについての展示を行っています。近年注目されているワークライ
フバランスという考え方。この機会に自分の将来を考えてみませんか？妊婦体験も実施
しています。妊婦さんの感覚、試してみませんか？

10：00～14：00 できれば高校生以上 特設テント

数値で見よう！あなたの生活習慣と
生活習慣病（メタボリックシンドロームやがん）との関係

最近では、がんやメタボリックシンドロームの増加や若年化が問題になっています。皆
様の生活習慣や健康は大丈夫？血圧測定、生活習慣チェック、クイズなど、数値であな
たの健康度をみてみよう！皆様の暮らしに役立ててください。
＊ナースユニホーム試着会をします。記念写真をどうぞ！景品もあります！

10：30～15：30 小・中・高校生・一般 特設テント

パソコンにつないだカメラに人間の顔を検出させてみよう！
最近のカメラはなぜ人の顔を自動で検出してくれるのだろう？そんな疑問を解消すべ
く、準備した顔検出システムを自分で動かしてみて、人間の顔を検出する画像処理の仕
組みを体験してもらいます。

10：00～16：00 できれば小・中学生
工学部
（機械・電気棟４０５号室）

映像処理を体験してみよう。
ビデオカメラで撮影したお客さんの映像を用いて，様々な映像処理技術を体験してもら
います。先端の技術を使った，少し不思議な映像を見てみませんか？

10：00～16：00 小・中・高校生・一般
工学部
（知能棟１階玄関ロビー）

音とコンピュータ
～音声対話ロボットなど～

音をコンピュータで処理するとどんなことができるのか実験を通して体験してもらいま
す。ロボットがおしゃべりし，あなたの声に合わせて動きます。みんなは，上手にロ
ボットを操縦できるかな！？

10：00～16：00 できれば小・中学生
工学部
（知能棟１階学生ラウンジ）

統計的判別法と意思決定法を体験しよう
１．アニメキャラクターがわかるコンピュータを体験してみませんか？
２．自分の気持ちを数字で表してみませんか？

10：00～16：00 小・中・高校生・一般
工学部
（知能棟１階計算機実習室）

発展するメカ
－ロボットと遊ぼう－

機械・エネルギーシステム工学科機械コースで活躍する腕の形をした２台のロボットを
紹介します。みなさんが好きなジュースを置くと，目のついたロボットがそれを見て，
同じジュースを運んでプレゼントしてくれます。

10：00～16：00 できれば小・中学生
工学部
（講義室棟１０３メカトロ実験室）

お湯の熱で動く機械　低温度差スターリングエンジン
お湯の熱で動くスターリングエンジンについて，工作の方法，設計方法，改造の方法を
紹介します。国内各地から参加者が集まった競技会の様子も報告します。なお，金属板
の穴あけ加工体験も随時若干名受け付けます。

10：00～16：00 小学３年生以上
工学部
（講義室棟２０４号教室）

万華鏡を作ってみよう
ビー玉とミラーシートと厚紙だけで万華鏡を作ってみよう。ビー玉のレンズから入った
光がミラーシートで乱反射して、とてもきれいな模様が見えます。作り方はとっても簡
単だから小さいお子さんでも作れます。

10：00～16：00 できれば小・中学生
工学部
（講義室棟１０１号教室）

電磁力であそぼう！（永久磁石モータをつくる）
電気や磁気は目にみえませんが，電磁力は，電車，エレベータやエアコンなどの運転に
つかわれています。永久磁石でモータをつくり，その原理を理解し，電磁力を体感しま
しょう。電気を上手につかうことで，省エネや環境にやさしい社会が実現できます。

10：00～16：00 できれば小・中学生
工学部
（講義室棟２０５号教室）

ロボットずもう教室

みんなで「ロボットずもう」について研究しよう！ここでは、すもうに勝つためのいろ
いろな動きを考えながら、チームごとに力士ロボットのプログラミングを行います。最
後に、ロボットずもう大会を開催します。目指せ！最強力士ロボット！（２回実施（午
前と午後）、先着受付順16チーム）

１回目：10：30～12：00（10：00受付開始）
２回目：14：00～15：30（13：30受付開始）

小・中・高校生
工学部
（合同棟１０７号教室）

驚愕の建築音場
—建築音響の新世界—

建築室内外の音響に関する諸問題や最新の研究動向に関する展示、音に関わる不思議な
体験ができるデモンストレーションを実施。「残響室」や「無響室」といった音の測定
に利用する特別な部屋の紹介も行っています。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般

工学部
建築棟・福祉棟の間
情報基盤センター１階無響室
情報基盤センター地下残響室

■大学開放イベント2015　企画一覧

教育福祉科学部

経済学部

工学部

医学部
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■大学開放イベント2015　企画一覧

福祉へのロボット・メカトロニクス技術の応用
福祉環境工学科メカトロニクスコースでは，すべての人が平等に，より安全で快適な社
会生活を送るために，メカトロニクス・システム工学を応用した研究・開発を行ってい
ます。ここでは，その研究教育の一部の紹介と車いすの体験を行っています。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般
工学部
（福祉棟前道路，１階・４階）
（大学院棟５階）

建築の現在と未来
（建築コースの教育と研究）

実物大の３つの建築模型（木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造）の見学を通して各建築
構造の特徴を体験していただきます。また、研究紹介のパネルや学生設計の展示を通し
て建築の魅力を紹介します。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般
工学部
（建築棟・福祉棟の間）

ペットボトルロケットを作って飛ばそう！
ペットボトルロケットは空気圧で水を噴射しながら飛ぶロケットです。これを自分で
作って飛ばしてみませんか。ロケットの羽根の形や取り付け位置でまっすぐ飛んだり曲
がったりします。うまく作れば、びっくりするぐらい飛びますよ。

ロケット作成は10：00～15：00
発射は16：00まで

できれば小・中学生
工学部
（エネルギー棟１多目的研修室）
（発射はラグビー場）

息で消えるLEDキャンドルケーキを作ろう！

息を吹きかけると、LEDのキャンドルが消えるケーキを作ろう！
ホイップ、くだもの、クッキー、クリスマスツリーなどをデコレーションして、オリジ
ナルのケーキが作れるよ！
製作時間は、30分から1時間。

10：00～16：00
できれば小学生（小学生低学年や小
学生以下のお子さんは保護者同伴で
お願いします。）

工学部
（電子棟４階）

発電おもちゃで遊んでみよう！
「手回し発電カー」、「ソーラーバッタ相撲」、「音が鳴る風車」、「ふりふりピカピ
カライト」など、遊びながら発電のしくみを学ぼう！

10：00～16：00
できれば小学生（小学生低学年や小
学生以下のお子さんは保護者同伴で
お願いします。）

工学部
（電子棟４階）

環境にやさしいエネルギーエレクトロ二クス研究室の紹介

ハイブリッドカーや電気自動車、太陽光発電システムなどに用いられるエレクトロニク
ス技術を紹介します。ハイブリッドカー用電源、マツダi-Eloopシステム、モバイル機器
の非接触充電、直流コンセント、ＩＨクッキングヒーター、磁気活性水の生成システム
などの展示も行います。

10：00～16：00 できれば小学生高学年以上
工学部
（電子棟４階）

立体写真と研究室紹介
赤青のメガネで立体的に見える立体写真(アナグリフ画像)を撮影します。撮影後印刷し
た立体写真と赤青のメガネはお持ち帰りできます。また、立体写真撮影のコーナーとは
別に研究室の研究内容についてパネル展示なども行う予定です。

10：00～16：00
※赤青メガネがなくなり次第終了

小・中・高校生・一般
工学部
（電子棟1階会議室）

ＢＩＮＧＯでラリー
工学部の受付でビンゴカードをもらって，工学部の各会場に行こう！掲示してある数字
とカードの数字が同じだったら倒していこう。１列出来ればビンゴ！受付で景品がもら
えるよ。

10：00～16：00 できれば小・中学生 工学部管理棟前

あなたの肺は若い？～肺年齢を調べてみませんか？～
「肺年齢」ってご存じですか？　「脳年齢」や「血管年齢」と同じように，今の肺の年
齢を簡単な検査で調べることができます。いつまでも元気に生活するために，自分の肺
年齢を検査してみませんか？

10：00～16：00
（最終受付　１５時まで）

高校生以上 特設テント

障がい者の方々とともに開放イベント・大学祭を楽しもう
今日は大分大学が1年で最も賑やかな日。障がい者の方々と学生・地域住民が一緒に
なって大学祭・開放イベントを楽しみます。

10：00～15：00 一般 特設テント

ビクティムサポートふれあいコーナー
オリジナルのしおりやペーパークラフトを作成します。この企画は，犯罪被害者への支
援を行っている大分被害者支援センターの協力のもと実施します。被害にあわれた方の
苦しみやどのような支援が必要かについて考えてみませんか。

10：00～15：00 小・中・高校生・一般 特設テント

大行列ができる店！！！県内福祉施設商品即売会
美味しい食べもの，装飾品，調度品など県内福祉施設の商品をお買い得な値段で販売し
ます。

10：00～15：00 小・中・高校生・一般 特設テント

“福祉健康科学部”を紹介します
平成28年4月，大分大学は新しい学部「福祉健康科学部」を開設します！医療，福祉，
心理が融合した福祉健康科学部の概要，入試情報について，パネルを使って紹介しま
す。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 特設テント

知的書評合戦ビブリオバトル
分大生がいま一番面白い本を紹介します！どの本が一番読みたくなったかな？あなたの
清き1票がチャンプ本を決定します。

10：30～12：00 できれば中学生以上
図書館１Ｆ
ラーニング・コモンズＡ

ＫＥＮＢＵＮを使おう！大分の歴史的地域新聞ラッピングサー
ビス

①おじいちゃん、おばあちゃんの生まれた日はどんな日だったのかな？
②○○年前はどんな日だったのかな？
新聞を印刷して飾り付けやラッピングをしよう！！
（１８７６年（明治９年）～１９６１年（昭和３６年）までです）

10：00～16：00 できれば小学生以上
図書館１Ｆ
ブラウジングエリア

一般・娯楽雑誌の無償配布
図書館で廃棄可能な一般・娯楽雑誌を大学開放イベント当日に来場した方に無償で配布
をします。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 図書館

ものつくりクラブ「m-creator」展示会
ものつくりクラブ「m-creator」ではロボコン、ゲーム、電子工作等、ものづくりに関
わる様々な活動に着手しています。私達が一年間で製作した作品等で皆さんに遊んでい
ただけたらと思いますので是非お越しください。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 教養教育棟（２４号教室）

大学と地域との連携活動
地域企業と大分大学の連携によって開発された商品を展示し、大分大学の地域連携の成
果をパネル展示にて紹介します。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 産学官連携推進機構２階

国東半島宇佐地域世界農業遺産＆ジオパークパネル展
平成25年５月、「世界農業遺産」に認定された国東半島宇佐地域と、自然、伝統、歴
史、文化などの魅力あふれる地域資産を活用し、ジオパーク活動を推進している豊後大
野市及び姫島村について、パネル展示します。是非ご覧になってください。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 産学官連携推進機構２階

World Festival 2015
いろいろな国・地域から来ている留学生たちが得意料理を作って販売しています。素朴
で美味しい手料理を味わいながら、「ひろば地球村」で、留学生たちとのおしゃべりを
たのしみませんか。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 特設テント（ひろば地球村）

東南アジアフェスティバル
ベトナムとインドネシアから来ている留学生がお国を紹介したり伝統芸能を披露したり
します。踊りや音楽を通して東南アジアの国々の伝統・文化に触れ、夢のようなひとと
きを楽しみませんか。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 第２大講義室

福祉科学
研究センター

『七島イ（しっとうい）』で小物をつくろう！！
大分県の国東地方だけで生産されるカヤツリグサ科という植物で、畳の材料となる七島
イで小物を作って見ませんか？

10：00～15：00
（材料がなくなり次第終了）

小学生（低学年は保護者同伴）～
一般（先着４０名）

教養教育棟（27号室）

市民が支える市民活動―めじろん共創応援基金の取り組み―
市民活動を支える基金を形成し、NPO活動における課題の解決や連携･協働の推進に取り
組んでいるめじろん共創応援基金の紹介と、連携しているNPO・企業などの物品販売を
通して、大分の市民活動をアピールします。

10：00～14：00 小・中・高校生・一般 特設テント

産学官連携
推進機構

高等教育

学術情報
拠点

国際教育
研究センター

福祉健康科学部設
置室
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大分大学将棋部員による将棋教室
将棋教室を，大分大学将棋部員の協力により開催します。将棋のルールがわからない方
の参加も大歓迎です!また，児童・生徒のみならず，親子でのご参加もお待ちしていま
す。

10：00～16：00 できれば小・中学生・保護者 教養教育棟（28号室）

保健管理
センター

専門医に相談してみませんか？

保健管理センターの常勤医師がそれぞれの専門分野の相談に応じます。自分のこと，家
族のこと，友人のことなど誰でも気軽に相談できます。
専門分野：消化器内科（肝疾患），精神科（メンタルヘルス）。超音波診断装置等医療
機器を使った健康相談を行います。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 保健管理センター

男女共同
参画推進室

きらやかな女性研究者－こんな研究しています－
女性研究者の学会派遣　報告展示

大分大学では，女性研究者のキャリアアップのために，国際学会・国内学会の発表の派
遣支援を行っています。女性研究者，女性大学院生の研究をわかりやすくポスター展示
し紹介します。

10：00～16：00 小・中・高校生・一般
図書館１Ｆ
ラーニング・コモンズ

大分県
自分のカラダ、ちゃんと知ってる？～「知る」からはじめる
「妊活」～

晩婚化が進み、不妊に悩むご夫婦が増えています。早い時期に自分のからだ（生殖機
能）のことを正しく知って、将来のライフデザインを考えて行動する、「妊活」につい
て、出前講座や講義の動画をきっかけに考えてみませんか？

10：00～15：00 市民一般
特設テント
教養教育棟（２５号教室）

 新鮮な野菜をお届けします！ 大南野菜市
大南地区で取れた新鮮な野菜等を販売します。
鶴賀城まんじゅう、あじ寿司の販売をします。
また、大野川合戦まつりの宣伝やグッツ販売も行います。

10：00～15：00 市民一般 特設テント

輝く未来に、清き一票を！
近年の各種選挙では全般的に投票率が低下傾向にあり，特に若年層にその傾向が顕著に
現れています。若者の皆さん，政治や選挙に対して関心を高めてみませんか。

10：00～14：00 大学生及び市民一般 特設テント

大分銀行
おおいたの味力発信！
「中津からあげ　もり山　実演販売」

からあげグランプリ5年連続最高金賞受賞の味を是非ご賞味下さい。 10：00～16：00 学生・一般 特設テント

出張なんでも技術相談会
お客さまの技術開発に関するご相談や各種ニーズにお応えする、「出張なんでも技術相
談会」を開催します。（事前予約が必要です）

午前の部：10：00～12：00
午後の部：13：00～15：00

一般企業、事業者
（事前予約が必要です）

産学官連携推進機構会議室１

カッティングマシンで君だけのシールをつくろう！

カッティングマシンで君だけのシールをつくろう！
イラストや文字を自由に組み合わせて、オリジナルシールを作ります。
・特別協賛イベント：今話題の3Ｄプリンターの出張デモ決定！3Ｄプリントが出来上が
る工程を、間近でご覧いただけます。

午前の部：10：00～12：00
午後の部：12：30～14：00

３Ｄプリンター出張デモ　10：00～14：00

親子対象（子ども：小学生）
先着５０組

産学官連携推進機構セミナー室１

作業療法協会 やってみよう　作業療法体験
今日からできる”生活不活発予防”を伝授します！
また、身近に”作業療法”を知っていただけるように体験コーナーも準備！リハビリ相
談窓口も開設します！！

10：00～16：00 小・中・高校生・一般 特設テント

大分県社会保険労
務士会（大分東支
部，大分西支部）

社労士月間推進事業　無料労働相談コーナー

社労士月間推進事業の一環として、社会保険労務士の業務について理解を深めていただ
くとともに、無料の労働相談、年金相談のコーナーを設け、賃金や労働時間、解雇等労
働条件に関するトラブル、これから就職をされようとする学生の皆さんが抱えている問
題点について、円滑に解決できるよう具体的なアドバイスや解決に向けてのお手伝いを

10：00～16：00 学生・一般 特設テント

おおいた有機農業
推進協議会

オーガニックを生で感じる展示即売

今や消費者が一番に関心を寄せる「職の安全」。しかし、本当の安全な食品とは何で
しょうか。私たちは化学合成農薬や化学肥料を使わずに、自然の力を生かして栽培され
た有機農産物とその栽培方法、その有機農産物を化学調味料等を使わずに調理した安全
で美味しい食べ物とその食べ方をご紹介します。

10：00～14：00 学生・一般 特設テント

開発センター

大分市

豊和銀行


